2014 年 5 月 26 日

『Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers
Summer Disco Night 2014
DJ MITSUGU MATSUMOTO × REFLEXION
with Yokohama KENTO’S』
2014 年 8 月 8 日（金）に開催
～ミラーボールが眩しい、一夜限りのディスコフロアが登場～
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、8 月 8 日（金）に一夜限りのディスコ『Yokohama
Bay Sheraton Hotel & Towers Summer Disco Night 2014 DJ MITSUGU MATSUMOTO × REFLEXION with
Yokohama KENTO’S』を開催します。
本イベントは、1970 年代後半に日本中に沸き起こったディスコムーブメントをホテルで再開し
たいという思いから 2011 年にスタートし、今年で 5 回目を迎えます。当日は、850 ㎡の会場に巨
大な生バンドのステージと DJ ブースの他、ミラーボールやスモークマシーンなどディスコシーンに
不可欠な演出を施した 600 人収容可能なディスコフロアが登場します。伝説のディスコ「ニューヨー
ク・ニューヨーク」（新宿）などの名だたるディスコで長年のキャリアを持つ“RED MONSTER”こ
と松本みつぐ氏の DJ プレイと、横浜「KENTO’S」のレギュラーバンド“REFLEXION”のライブ演奏に
よるミュージックバトルで、真夏の夜を熱く盛り上げます。さらに、スペシャルゲストとして日本の
大物アーティストのレコーディングに多数参加しているシンガー“ゲイリー・アドキンス”氏も参加。
ディスコサウンド全盛期を彷彿とさせる伸びのある美声で、ディスコシーンをさらに華やかに盛り上
げます。
当日は、70 年代のディスコをイメージしたブッフェ料理とドリンクをお席（指定席又は自由席）で
お楽しみいただけるプランと、20 時以降に入場料＋ツードリンクプランで気軽にお楽しみいただける
プランをご用意し、元祖ディスコの世代から、お立ち台で盛り上がった世代、そして、クラブ世代ま
で、それぞれのスタイルでお楽しみいただけます。

（「Summer Disco Night 2013 REFLEXION × DJ MITSUGU MATSUMOTO with Yokohama KENTO’S」開催風景）

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
〒220-8501 神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 t－045 411 1111 f―045 411 1343
ＵＲＬ：http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp ＦＢ：https://www.facebook.com/YokohamaBaySheraton

【『Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers Summer Disco Night 2014
DJ MITSUGU MATSUMOTO × REFLEXION with Yokohama KENTO’S』開催概要】
■日時：

2014 年 8 月 8 日（金）18：00～22：30

■会場：

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ

■料金：

3 種類のチケットをご用意しています。
・指定席：

大宴会場「日輪」5F

\12,500（3 ドリンク、ブッフェ料理、おつまみ、サービス料・税金込）

・自由席：

\9,500（2 ドリンク、ブッフェ料理、サービス料・税金込）

・20 時以降：

\5,500（2 ドリンク、サービス料・税金込）

＊ブッフェでのお料理提供は、18：00～20：00
＊最終入場は 21：30
■発売日：

2014 年 5 月 26 日（月）

■定員：

600 名

■主催：

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ

■協賛：

富国生命保険相互会社、横浜トヨペット株式会社、相鉄ホールディングス株式会社

■運営/協力： 株式会社 HAS カンパニー、ケントスＲ株式会社

横浜ケントス、

サントリービア＆スピリッツ株式会社、株式会社響映、株式会社キューワークス、
■備考：
・ドレスコード推奨のテーマは『Black or White』。尚、短パン・サンダル等の軽装以外でしたらご入
場いただけます。（更衣室完備）
・会場内は全席禁煙。（別室の喫煙コーナーあり）
・20 歳未満のお客様のご入場はお断りしております。

【ご予約・お問合せ】045-411-1126（宴会予約）(10：00～19：00)
または、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ オンラインショップからご予約いただけます。
ＵＲＬ： www.yokohamabay-sheraton.co.jp
ＵＲＬ： www.yokohamabay-sheraton-shop.com/
■出演者プロフィール：
☆DJ：松本みつぐ( MITSUGU MATSUMOTO)
1974 年にクラブＤＪとしてスタート。六本木ボビーマギー、
新宿チェスター・バリーなどを経て 80 年代の伝説のディスコ、
新宿ニューヨーク・ニューヨークで 12 年間など、長年のＤＪ
キャリアを持つ。ダンス系音楽プロデューサー活動、TV 等の
メディア出演など幅広く活躍。別名「RED MONSTER」として
独特のトークを交えたＤＪスタイルが大きな特徴。2013 年、
現役ＤＪ歴 40 年目へと突入。

☆BAND：REFLEXION (リフレクション)
“DANCE & 70'S & SOUL”を標榜する横浜 KENTO’S のレギュラー
バンド。ホーンセクションを含む編成で紡ぎ出す正確なビートと
迫力のサウンドで、ディスコクラシックスや SOUL / R&B を中心に、
初期の Kool & The Gang や JB 等のレア・ファンクなども織りまぜな
がらエキサイティングでファンキーなステージングで観客を魅了。

☆Singer：GARY ADKINS (ゲイリー・アドキンス)
米国イリノイ州シカゴ市出身の男性ヴォーカリスト。
バークリー音楽大学を卒業後、シンガーとしての活動を開始。
ドイツやインドネシアなど、世界各国のショービジネスの世界
で活躍している。日本でも数多くの大物アーティストのレコー
ディングに参加。2006 年には男性用化粧品の CM でスタイリス
ティックスの「愛がすべて」を歌い、大きな話題を集めた。

シェラトン ホテル＆リゾートについて
世界 70 カ国 400 を超えるホテルで、人と人とのつながりを大切にしているシェラトン ホテル＆リゾートは、60 億
ドルを費やし全世界でリバイタルプログラムを完了、更に 50 億ドルを投じた 3 年に渡るグローバルでのブランド
拡張を進行中です。シェラトンは、100 カ国で 1,200 のホテルを展開し、総従業員数 15 万 4 千人を有する、スター
ウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド Inc. 最大のホテルブランドです。スターウッドは、ホテル、リゾート、
およびレジデンスのオーナー/運営会社/フランチャイザーとして、セント レジス(St. Regis)、ラグジュアリー コレ
ク シ ョ ン (The Luxury Collection) 、 W 、 ウ ェ ス テ ィ ン (Westin) 、 ル メ リ デ ィ ア ン (Le Méridien) 、 シ ェ ラ ト ン
(Sheraton)、フォーポイント・バイ・シェラトン(Four Point by Sheraton)、そして最新のアロフト(Aloft)とエレメント
(Element)を含む人気ブランドを展開しています。同社が誇る業界屈指のロイヤルティプログラム、スターウッド プ
リファード ゲスト（SPG®）では、獲得したポイントを無料宿泊、ルームアップグレード、航空券などの特典に交
換でき、ブラックアウト（特典除外日）なくご利用いただけます。また、スターウッドは、タイムシェアに基づく
高級リゾートの開発と運営を手掛けるスターウッド バケーション オーナーシップ(Starwood Vacation Ownership,
Inc.)も所有しています。詳細は www.starwoodhotels.com および www.starwoodhotelsjapan.com/jp をご覧ください。

